
青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その２）

様式集

様式番号 枝番

1 様式集 16 第13号 1

様式集に対する質問の回答（その1）No.18に「入札書に
押印する印鑑は、第13号様式-2委任状で委任した代理人
の代理人使用印鑑のみで結構です」とありますが、代表
者氏名欄に第9号様式印鑑届で登録をした内容を記名・
押印したうえで、（委任代理人氏名）欄に委任代理人の
記名及び委任代理人使用印鑑を押印するという理解でよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

2 様式集 19 第14号 1

様式集に対する質問の回答（その１）№22に運転条件等
のご指示がありましたが、立上げ・立下げ時及び全休炉
時に使用する電力及び燃料の使用量も含めるものと考え
てよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。年間使用量をご提案ください。

3 様式集 19 第14号 1

募集要項に対する質問の回答（その１）№22①に年間計
画処理量102,056t/年のご指示がありましたが、破砕後
可燃残渣量が若干異なった収支となる場合、その残渣量
を用いて算出してよろしいでしょうか。

指定量の変更は認められません。提案書では年間計画処
理量を処理した場合を想定してご提案ください。

4 様式集 19 第14号 1

表中の年間消費電力量（正味）は、年間消費電力量から
年間発電電力量を差し引いた電力量を記載するものと考
えてよろしいでしょうか。また、電力消費に伴うCO2排
出量は年間消費電力量（正味）に排出係数を乗じた数値
を記載するものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 様式集 19 第14号 1

CO2の排出量は、様式集に対する質問の回答（その１）
No.23のご指示の通り、環境省「温室効果ガス排出量算
定・報告マニュアル（Ver. 2.4、H21.3）」に基づいた
排出量算出を行いますが、助燃材や処理対象物以外のバ
イオマス等を一緒に処理した場合、発電電力量が増え、
電力消費に伴うCO2排出量が減少します。算出条件を統
一するため、処理対象物以外の処理によって増加する発
電電力量分は年間発電電力量から入熱割合等にて差し引
く必要があると考えますが、どのようにお考えでしょう
か。

提案される可燃ごみ処理施設に応じて処理対象物を処理
するための助燃材や副資材の種類や量が異なることは市
として十分認識しており、その上で提案していただく様
式を作成している次第です。使用する燃料についても第
14号様式-1において、使用量やCO2排出量を記載してい
ただくこととしており、ご質問の差し引きは不要と考え
ます。
なお、バイオマス燃料等の使用を提案される場合の記載
方法については、「質問の回答（その２）運営要求水準
書No.1」をご参照ください。

6 様式集 19 第14号 1

CO2の排出量は、様式集に対する質問の回答（その１）
No.23のご指示の通り、環境省「温室効果ガス排出量算
定・報告マニュアル（Ver. 2.4、H21.3）」に基づいた
排出量算出を行いますが、バイオマス燃料を助燃材とし
て使用した場合、燃料使用に伴うCO2の排出には該当し
ないと考えますが、そのバイオマス燃料の製造過程にお
けるCO2排出量や燃焼によるCH4及びN2Oの排出量につい
て考慮しないと、公平な比較ができないと考えますが、
どのようにお考えでしょうか。

ご質問にあるバイオマス燃料を助燃材として使用するこ
とを提案した場合のCO2排出量の取扱いについては、
「質問の回答（その２）運営要求水準書No.1」の回答を
ご参照ください。
なお、バイオマス燃料を含め、燃料や副資材の製造過程
において発生するCO2排出量を含めることは、環境省
「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver2.4)」
に基づくものではないと考えており、考慮しません。
CH4やN2O排出量については、別途案内のとおり、各プロ
セスにおける濃度を図示するものとしてください。

7 様式集 19 第14号 1

CO2の排出量は、様式集に対する質問の回答（その１）
No.23のご指示の通り、環境省「温室効果ガス排出量算
定・報告マニュアル（Ver. 2.4、H21.3）」に基づいた
排出量算出を行いますが、同マニュアルに記載なき副資
材を使用する場合の排出原単位はどのようにすればよろ
しいでしょうか。また、この場合各社間数値の整合性を
どのように取ればよろしいでしょうか。

環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル
(ver2.4)」に排出原単位の記載のない副資材等について
は、算出しないものとしてください。

8 様式集 19 第14号 1

質疑回答　様式集　No.22より、外気温は10℃（年間平
均）で算出することになりますが、これは24hかつ通年
で気温10℃一定として計算するとの理解でよろしいで
しょうか。
　また異なる場合は、各社の比較条件を揃えるため、算
定条件の統一をお願いします。算定条件の例を以下に示
します。

例1　冬：○日×○℃　春秋：△日×△℃　夏：□日
×□℃
　　 として、仮想的な比較条件を設定する。
例2　毎時の気温測定値より、計算する。

24時間かつ通年で10℃一定としてご提案ください。

9 様式集 19 第14号 1

年間消費電力量・年間発電量を記載しますが、本様式の
消費電力は各応募者のプラント性能の比較のための条件
と思慮します。
　この場合、事業計画における売電量（第14号-28、第
17号-2）とは数値が異なることになりますが、このよう
な理解でよろしいでしょうか。

第14号様式-28や第17号様式-2に記載する売電収入の基
となる売電量は、本様式の消費電力とは異なるものと理
解しています。

10 様式集 19 第14号 1

質疑回答　様式集　No.23より、石灰石・黒鉛電極によ
るCO2増加は環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マ
ニュアル(ver2.4)」より、考慮しないとのことですが、
本マニュアルでは、以下のようにこれらからの温暖化ガ
ス排出量を算定対象としています。したがって、各焼却
方式を公正に比較・評価するため、これらの副資材も評
価対象としていただけないでしょうか。

・石灰石　Ⅱ編　P51　排出係数　0.440tCO2/t
・電極　　Ⅱ編　P61

※電極は、「電気炉を使用した粗鋼の生産」において、
CO2の発生源として評価対象になっています。マニュア
ルでは、電気消費量をもとに排出量を計算しています
が、今回の計画では、電極消費量＝炭素量から排出量を
計算すると予想します。

環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル
(ver2.4)」において、石灰石の排出係数は生石灰の製造
やソーダ石灰ガラス又は鉄鋼の製造時に原料として使用
される石灰石を対象としているものであり、また、（黒
鉛）電極には直接該当する排出係数はありません。よっ
て、廃棄物処理における石灰石・黒鉛電極の使用に伴う
CO2を算定対象とすることは当該マニュアルに「基づ
く」ものではないと考えます。
以上より、原案のとおりとします。

回答質問等資料名 頁
項目

※網掛け部分は平成22年7月30日に一部先行して公表した質問の回答です。 1/4



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その２）

様式集

様式番号 枝番
回答質問等資料名 頁

項目

11 様式集 23 第14号 5

表中の”利活用量／売却量（年間）”の売却量とは、全
発生量と理解すれば宜しいでしょうか。

年間売却量を指します。なお、「利活用量／売却量（年
間）」は利活用量と売却量の比率を表すのではなく、
「利活用量又は売却量（年間）」とご理解ください。様
式中の「／」は「又は」を意味します。

12 様式集 24 第14号 6

募集要項に対する質問の回答（その１）№22に算出条件
のご指示がありましたが、立上げ・立下げ時及び全休炉
時に使用する電気・燃料・副資材・薬品、及び地下水揚
水量についても含めるものと考えてよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。原則として、各用役使用量（年
間）を年間計画処理量で除した数値をご提案ください。

13 様式集 24 第14号 6

募集要項に対する質問の回答（その１）№42に算出条件
のご指示がありましたが、合棟で提案する場合、ストッ
クヤードや管理棟及び計量棟等における用役使用量、及
び建築設備における用役使用量は、全て可燃ごみ処理施
設側に含めて算出してよろしいでしょうか。

合棟・別棟の別によらず、ストックヤードや管理棟等で
使用する用役量は含めず、可燃ごみ処理施設及び破砕選
別処理施設の２施設で使用する用役量のみで算出くださ
い。

14 様式集 24 第14号 6

可燃ごみ処理施設における電気の用役使用量は、第14号
様式-1の年間消費電力量（正味）のうち、可燃ごみ処理
施設の消費電力量（正味）分を可燃ごみの年間計画処理
量で除した数値を記載すればよろしいでしょうか。

「年間消費電力量（正味）」ではなく、「年間消費電力
量」を可燃ごみの年間計画処理量で除した数値をご提案
ください。

15 様式集 25 第14号 7

6月8日公表の回答(様式集回答No.53)において「第14号
様式-7には両施設（可燃ごみ処理施設及び破砕選別処理
施設）から発生する飛灰処理物、余剰砂以外の、他の最
終処分品目についてもご提案ください。数値は施設別で
ご提案ください（提示様式は変更可とします）。」とあ
りますが、発生する最終処分物の品目とその数量は、該
当する処分物がある場合には必ず記載しなければならな
いという趣旨でしょうか。

お見込みのとおりです。

16 様式集 26 第14号 8

発電効率を記載するにあたり、様式の※の注記では基準
質とあり、質疑回答　様式集No.26①からも基準質での
記載が必要と理解されます。
　一方、質疑回答　様式集　No.26　③では、「発電効
率はタービンの設計ポイントでの数値」とあり、前記の
回答と異なるのですが、基準質での表記をすることでよ
ろしいでしょうか。

ご質問の「質疑回答　様式集No.26①、③」とあります
が、「質疑回答　様式集No.63①、③」のことと理解し
ます。
この場合、第14号様式-8に示す提案概要のうち、「発電
効率」から「蒸気条件」の７項目については、低質ご
み、基準ごみ、高質ごみのそれぞれについて記載くださ
い。なお、計画ごみ質以外の条件は、募集要項に対する
質問の回答（その１）様式集No.22①に示すものとして
ください。

17 様式集 26 第14号 8

①募集要項に対する質問の回答（その１）No.63①にあ
る通り、発電効率、発電効率算出根拠については、蒸気
タービンの設計ポイントにおける発電出力やごみ質を用
いて算出し、一方、外部使用燃料、発電電力量、場内消
費電力量、売電電力量は同回答（その１）No.22に算出
条件のご指示の通り、可燃ごみ処理施設における年間計
画処理量を用いて算出するものと考えてよろしいでしょ
うか。
②また、年間計画処理量102,056t/年のご指示がありま
すが、破砕後可燃残渣量が若干異なった収支となる場
合、その残渣量を用いて算出してよろしいでしょうか。

①No.16の回答をご参照ください。
②No.3の回答をご参照ください。

18 様式集 26 第14号 8

①募集要項に対する質問の回答（その１）№22に算出条
件のご指示がありましたが、立上げ・立下げ時及び全休
炉時に使用する外部燃料や場内消費電力量についても考
慮するものと考えてよろしいでしょうか。
②また、可燃ごみと破砕選別の両施設の合計値を記載
し、浸出水処理施設における消費電力量は考慮しないと
考えてよろしいでしょうか。

①No.2の回答をご参照ください。
②お見込みのとおりです。

19 様式集 26 第14号 8

募集要項に対する質問の回答（その１）№22に算出条件
のご指示がありましたが、灯油の外部燃料使用量は第14
号様式-1の年間燃料①使用量と、また発電電力量は第14
号様式-1の年間発電電力量と、そして場内消費電力量は
第14号様式-1の年間消費電力量と同じ数値を記載するも
のと考えてよろしいでしょうか。

いずれもお見込みのとおりです。

20 様式集 27 第14号 9

①募集要項に対する質問の回答（その１）№22に算出条
件のご指示がありましたが、可燃ごみ処理施設における
年間計画処理量の時間平均処理量を用いて算出するもの
と考えてよろしいでしょうか。
②また、破砕後可燃残渣量が若干異なった収支となる場
合、その残渣量を用いて算出してよろしいでしょうか。

①ご質問の内容も含め、具体的な算出方法は「熱回収率
算出根拠」にてご提示ください。
②No.3の回答をご参照ください。

21 様式集 27 第14号 9

熱回収率は、質疑回答　様式集No.67では、有効利用さ
れる熱量を対象としていると理解されますが、質疑回答
様式集　No.68では「全炉運転時の発電効率の意味」と
あります。この場合、発電効率は第14号-8に記載済みで
すので、質疑回答　No.67が正と考えますが、このよう
な理解でよろしいでしょうか。

質疑回答（その１）　様式集No.67の回答を正としてく
ださい。

22 様式集 27 第14号 9

前回質疑回答において、”熱回収率は、有効利用される
熱量をごみ燃焼熱量（外部燃料の投入エネルギーを含
む）で除した割合”とすることとありますが、ここでい
う”有効利用される熱量”とは”「ボイラ過熱器出口蒸
気」の熱量と「ボイラ給水ポンプ出口給水」の熱量との
差分”との理解で宜しいでしょうか。

左記の内容に、他の一次回収分(ボイラ以外の廃熱回収
があれば）を見込んで算出してください。
なお、副次的なものも含めて、熱の有効利用量、関連設
備での熱効率を算出し、本様式に反映してください。

23 様式集 27 第14号 9

熱回収率は、質疑回答　様式集No.67､70より、ボイラで
の熱回収量の全量が算定対象になると理解してよろしい
でしょうか。

No.22の回答をご参照ください。

※網掛け部分は平成22年7月30日に一部先行して公表した質問の回答です。 2/4



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その２）

様式集

様式番号 枝番
回答質問等資料名 頁

項目

24 様式集 29 第14号 11

実連続運転実績、施設を記入するとのことですが、ここ
に記す実績には、納入先の月報データ等運転状況を証明
するデータを添付する必要があるとの解釈でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。なお、ご質問の「納入先の月報
データ等運転状況を証明するデータ」については、提案
図書参考資料に添付ください。

25 様式集 31 第14号 13

「故障、事故の予測や発生個所、対処方法など」の提案
を記載する欄がありますが、その中で、＊リスク管理方
針書に示す「設備などに係るリスク抽出シート」を示
し、計画の配慮点を説明すること、とあります。
①この部分はリスク抽出シートを入れ、シートの中で配
慮点を記述することでよろしいでしょうか。
②リスク抽出シートはA3サイズですが、よろしいでしょ
うか。
③リスク抽出シートは制限枚数に含まれるのでしょう
か。
④ご指定の表に提案の概要を記載することがスペース的
に困難な場合は、表様式を変更してもよろしいでしょう
か。
⑤質問回答日から提案書提出までの期間が短いため、様
式集に関するご回答は可能な限り早めていただけないで
しょうか。

①リスク抽出シートに記載の内容のうち、特筆すべきと
考えられるものを当該箇所に挙げてください。
②指定様式を、A4判2枚以内（提案の概要を記載す
る）、A3判6枚以内（リスク抽出シート等を記載す
る）。
③②の回答をご参照ください。
④②に示すとおり、A4判2枚以内で記載願います。表形
式は提示形式のままとしてください。
⑤7月30日を目処に回答いたします。

26 様式集 33 第14号 15

第14号様式-15について
①「特定部品」という用語の定義をご教示願います。
②「特定工事」という用語の定義をご教示願います。

①特定部品とは、特許等により乙からの調達が不可欠で
ある部品、及び乙において製作図等を保有しており、乙
以外では必要な性能や機能を満足する製品を製作できな
い恐れがある部品を想定しています。
②特定工事とは、特許等により乙からの調達が不可欠で
ある工事、及び乙において仕様書等を保有しており、乙
以外による施工では必要な性能や機能を発揮させること
ができない工事を想定しています。

27 様式集 42 第14号 24

ダイオキシン類の運転基準値及び要監視基準値について
は、仮に事業者が提案させていただいたとしても、非価
格要素審査の加点評価とはならない（提案の有無により
事業者間での評価の優劣は生じない）との理解で宜しい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

28 様式集 46 第14号 28

①6月8日公表の回答(様式集№90)において、全売電収入
をSPCの収入欄に記載することとされております。従い
まして、運営委託費の変動費分から控除される売電収入
の90%分は「市の支払う委託料」から控除し、第14号様
式28の変動費から控除しないという理解でよろしいで
しょうか。
②また、第13号様式1の「入札金額のうち、運営事業に
係る金額」には、この売電収入の90％分を控除した金額
を記載するものと理解してよろしいでしょうか？

①お見込みのとおりです。なお、「組合の支払う委託
料」は、「市の支払う委託料」に読み替えてください。
また、第14号様式-28において、「支出」欄の「固定
費」、「変動費」と同列項として、「環境負担金」の行
を追加し、当該「環境負担金」の項に、余剰電力等売却
収入のうち甲に帰属する10％分の費用を記載ください。
②お見込みのとおりです

29 様式集 46 第14号 28

①募集要項に対する質問の回答（その１）№22に算出条
件のご指示がありましたが、破砕後可燃残渣量が若干異
なった収支となる場合、その残渣量を用いて算出してよ
ろしいでしょうか。
②また、可燃ごみと破砕選別の両施設の合計値を記載
し、浸出水処理施設における消費電力量は考慮しないと
考えてよろしいでしょうか。

①No.3の回答をご参照ください。
②市から受領する、浸出水処理施設へ送電した送電量に
応じた基本料金及び従量料金（市割り当て分）の合計額
は、「売電収入（浸出水処理施設送電分）」として「収
入」欄に行を追加して記載ください。

30 様式集 第14号 28

質疑回答　様式集　No.90では、「▲売電収入は、収入
欄には、貴市に帰属する10％を控除前の全売電収入を記
載し、固定費の部分に貴市控除分の10％を記載する」と
ありますが、質疑回答　入札説明書No.56では、▲売電
収入は削除とあります。どちらが正と考えればよろしい
でしょうか。

No.28の回答をご参照ください。

31 様式集 第14号 28

浸出水処理施設への売電量は、売電収入に一括して含め
ることでよろしいでしょうか。あるいは、浸出水処理施
設への送電分は、細目として計上する方がよろしいで
しょうか。

No.29②の回答をご参照ください。

32 様式集 第14号 28

貴市がご負担される浸出水処理施設分の基本料金は、収
入として計上するべきでしょうか。あるいは、支出にお
ける基本料金部分について、あらかじめ貴市ご負担分を
差し引いた金額を計上する方がよろしいでしょうか。

No.29②の回答をご参照ください。

33 様式集 50 第14号 32

第14号様式-32　本件施設の基本性能の維持②　につい
て
募集要項に対する質問の回答（その１）　No.114に、
「第17号様式-2の内訳として・・・必要金額を記載くだ
さい。」とあります。
本様式の記載にあたっては17号様式-2の対象期間に合わ
せて、本件施設の主要機器に対して点検・検査・補修・
更新計画の運営期間（H27～H46年度）の必要金額を記載
し、運営期間後（H47～H56年度）については該当年度に
○印等を記載する形式としてよろしいでしょうか。

運営期間後の10年間についても、必要金額（金額は評価
対象ではなく、保証項目ではない）を記載ください。

34 様式集 50 第14号 32

前質問において、不可（運営期間後にも金額を記載す
る）の場合について
①　運営期間後（H47～H56年度）の金額の大小は評価に
影響するのでしょうか。
②　①で「評価に影響あり」の場合でも、記載金額は保
証項目でないとの理解で良いでしょうか。（※募集要項
に対する質問の回答（その１）　No.115に「保証項目と
はなりません」とあります。）

①金額の大小は評価の対象としません。
②ご指摘のとおり保証項目とはなりません。

※網掛け部分は平成22年7月30日に一部先行して公表した質問の回答です。 3/4



青森市清掃施設（新ごみ処理施設）建設事業及び運営事業
募集要項に対する質問の回答（その２）

様式集

様式番号 枝番
回答質問等資料名 頁

項目

35 様式集 53 第15号 2 1

①管理棟立面図と管理棟平面図（各階機器配置図）につ
いて、縮尺は適宜判断の上、工場棟とは別図にて作成致
します。
②また、管理棟断面図は不要としてよろしいでしょう
か。

①お見込みのとおり、工場棟と別図にて作成ください。
②管理棟断面図も作成ください。

36 様式集 53 第15号 2 1

施設概要説明図書において、工場棟と管理棟以外の付属
棟は、施設全体配置計画と全体動線計画図の図示にとど
め、平面図･立面図･断面図の作成は不要と考えてよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

37 様式集 54 第15号 2 11

募集要項に対する質問の回答（その1）様式集 質問
No127にて,損益計算書,貸借対照表,ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書,株
主資本等変動計算書の提出をご要請されていますが,様
式第14号-28でも同様の資料及び説明資料を提出するこ
とから,本様式での提出についてご容赦頂けないでしょ
うか。

財務諸表の提出は不要とし、様式を変更します。

38 様式集 54 第15号 2 11

株主資本等変動計算書のフォームについては任意と考え
て宜しいでしょうか。（株主資本の変動がわかるような
資料であれば,よろしいでしょうか。）

№37の回答をご参照ください。

39 様式集 54 第15号 2 11

財務諸表と記載がありますが,財務諸表中の損益計算書
にて入札価格が判明すると考えられるため,本様式では
記載不要（もしくは入札書に準じる）という取扱いとし
ていただけないでしょうか。

№37の回答をご参照ください。

40 様式集 56 第17号

破砕処理施設建設費は、可燃ごみ処理施設建設費(様式
17号-1)と同様式にて(様式17号-1破砕処理施設)として
別紙にてご提出するものとして宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

41 様式集 56 第17号 1

「見積額の詳細は別途参考資料に含めること」との記載
がありますが、書式については任意と理解してよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

42 様式集 57 第17号 2

「その金額の根拠となる資料を別途参考資料として添付
すること」との記載がありますが、書式及びその内容に
ついては任意と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

※網掛け部分は平成22年7月30日に一部先行して公表した質問の回答です。 4/4


